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テーラーメイド-アディダスゴルフ契約プロ

武藤俊憲、「コカ･コーラ東海クラシック」で接戦を制し、
2 年ぶりの勝利！
～New 『TP Ball LDP』が世界のツアーで 17 勝目、
『ROSSA® TP with AGSI®+ by KiaMa』が国内ツアー2 勝目、
『TOUR360 3.0』が国内ツアー初勝利を獲得！！～
テーラーメイド ゴルフ株式会社（本社：東京都江東区／代表取締役社長：菱沼信夫）では、同社が展開する
テーラーメイド-アディダスゴルフの契約プロ、武藤俊憲が 10 月 2 日～10 月 5 日に開催の国内男子ツアー
「コカ･コーラ東海クラシック」（開催場所：愛知県/三好カントリー倶楽部西コース）にて接戦を制して今季初勝利、
2 年ぶりの優勝を飾りました。
首位タイでスタートした最終日、前半をイーブンで終えた武藤俊憲プロは後半、猛追する後続と熾烈な
バーディ奪取争いを展開。10 アンダータイに並ばれて迎えた 18 番ホール、武藤プロはセカンドショット
をピンそば約 3 メートルにパーオンさせ、確実にバーディを奪取。通算 11 アンダーのトータル 277 で
今季初勝利、2006 年の「マンシングウェアオープン KSB カップ」以来、2 年ぶりの優勝を飾りました。
今大会を制した武藤俊憲プロは次のように述べています。「勝負を決定付けることになる 18 番ホール
でのセカンドショットは、New 『TP Black™ LDP』の持つ飛距離性能とコントロール性能の高さのおかげ
です。大会を通じて、安定したショットをもたらせてくれたことが今回の勝利に結びつきました。高い
パフォーマンス性を発揮してくれるテーラーメイド-アディダスゴルフ製品を武器に今年の賞金王を
目指します」。
今回の優勝により、New 『TP Ball LDP』が世界のツアーで今季通算
17 勝目を達成。さらに『ROSSA® TP with AGSI®+ by KiaMa』が国内ツアー
2 勝目、 『TOUR360 3.0』が国内ツアー1 勝目を獲得 ※1 し ま し た 。
また、ブランド別使用率においてウッドカウント使用率 NO.1 を獲得※2
しています。
さらに、米国では PGA ツアーでダスティン・ジョンソンが、LPGA ツアーでは
ポーラ・クリーマーがそれぞれ優勝するなど※3、テーラーメイド-アディダス
ゴルフ製品が世界中のツアーにおいて勝利に大きく貢献しています。
※1：勝率はそれぞれ 2008 年 10 月 6 日時点のものです。
※2：使用率はダレル・サーベイ調べ
※3：ダスティン・ジョンソン(ターニングリゾート選手権優勝)およびポーラ・クリーマー
(サムソンワールド選手権優勝)の詳細については後日配信するプレスリリースを
ご参照ください。

武藤俊憲プロ 使用スペック
ドライバー：
フェアウェイウッド：
ア イ ア ン ：
パ ター
：
ボール
：
ア パ レ ル ：
フットウェア：

『BURNER TP ドライバー』（9.5゜）
『V Steel フェアウェイウッド』（TS,♯5）
『TP FORGED アイアン』（♯3～PW）
『ROSSA® TP with AGSI®+ by KiaMa Daytona』
New 『TP Black™ LDP』
アディダスゴルフ
『TOUR 360 3.0』

「コカ･コーラ東海クラシック」で
2 年ぶりの優勝を遂げた武藤俊憲プロ
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New『TP RedTM LDP』/『TP BlackTM LDP』とは
2006 年に発売以来、多くのプロおよび上級者から高い信頼と支持
を得ている「Tour Preferred Ball」 (以下、TP Ball)をさらに進化させた
New『TP RedTM LDP』/『TP BlackTM LDP』には新たにボールの空気 中弾道で最大飛距離へ（4 ピース）
New『Tour Preferred Red LDP』
抵抗力を最大限抑制するテーラーメイド独自の空気力学テクノロジー
〈現在発売中〉
「ロー・ドラッグ・パフォーマンス」を採用、独自のディンプルデザインに
よりボール表面にバランスよく 360 個のディンプルを配しました。
これによりボールへの余分な空気抵抗を大幅に抑制し、飛距離を
生み出す上で必要なスピン量の適正範囲をさらに拡大しました。

高弾道で最大飛距離へ（3 ピース）
New『Tour Preferred Black LDP』
〈現在発売中〉

『ROSSA® TP with AGSI®+ by KiaMa』とは
世界トップツアープロのあらゆる要求に応じてきたカスタムパターの名匠、KiaMa がプロデュースする
『ROSSA® TP with AGSI®+ by KiaMa』コレクションは、ツアープロの要求に対応してきた豊富な知識と経験に
よって導き出された高いパフォーマンス性を誇るツアーパターです。精密な軟鉄削り出しによる美しいヘッドに
ステンレススチール製「AGSI®+」フェースインサートを搭載、プロ・上級者が好む柔らかい打感を実現。
さらにクラシックな形状を踏襲しつつも、現代的で洗練されたデザインを実現した同コレクションではブラック
IP(イオン・プレーティング)仕上げを採用し、高級感を一層引き立てます。

『ROSSA® TP with AGSI®+ by KiaMa』コレクション
〈現在発売中〉

『TOUR 360 3.0』とは
『TOUR 360 3.0』は 360 度足全体を包みこむアーチサポートに
加え、かかと部に搭載したクリア TPU(ポリウレタン)製サポート素材を
一体化した 3 次元鋳造パーツ、新「360Wrap（サンビャクロクジュウ
ラップ）」を搭載。これにより、シューレースとの連動性を一層高め、
土踏まずから甲部分およびかかと全体へのホールド感とフィット感を
実現しました。また、アウトソールには可能な限り薄く設計したことで
低重心化を促し、ショット時の安定性を高める「THINTech」を採用。さらに
横方向へ の 安定性を 向上す る ア ウ ト ソ ー ル 構造「 POWERBAND
CHASIS」に 10 個のクリ－ツを搭載し、過酷なツアーを戦い抜くツアー
プロからの要望を満たす高いグリップ力を実現しました。

『TOUR360 3.0』
〈現在発売中〉

【テーラーメイド ゴルフ株式会社について】
テーラーメイド ゴルフは 1979 年の創立以来、最高品質のゴルフ用品を提供する世界のゴルフシーンに
おけるリーディングカンパニーです。1998 年にはアディダスグループのメンバーとなり、「アディダス
ゴルフ」ブランドのフットウェアおよびアパレルを中心としたラインナップも展開。日本では 1986 年から
事業を開始、現在は「テーラーメイド」、「アディダスゴルフ」の両ブランドを取り扱い、ツアープロを始め、
あらゆるゴルファーのニーズに応える幅広い製品を提供し続けています。
【アディダスグループについて】
アディダスグループはスポーツ用品業界をリードする世界的な企業です。同グループが抱える
アディダス、リーボック、そしてテーラーメイド-アディダスゴルフの 3 つのブランドは、幅広い製品を通して
消費者のニーズに基づいた戦略的かつ相互補完的な発展を目指しています。
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